
実施中の１５ダムの状況                 平成２１年１２月 

農 林 水 産 省 

No 
①ダム名（所在地） 

②事業名及び地区名等 
進捗状況 農業用水の必要性 関連事業の進捗状況 事業費の増加 法手続・地元説明 反対運動その他 左記を踏まえた課題

1 

①夕張
ゆうばり

シューパロダム 
（北海道夕張市） 
（国土交通省等との共同事業） 

・費用負担率 
かんがい:46.5% 治水: 48.8% 

水道  : 3.4% 発電:  1.3% 

②国営かんがい排水事業 

道央
どうおう

用水
ようすい

（二期）地区 

・事業着工年度：平成７年度 

・受益面積（ha） 

田： 27,058 畑： 1,952 

・事業費（億円） 

当初計画 1,133 

第一回変更計画 1,294 
 

本体工事 
（堤体コンクリート 

打設中） 

 

平成24年度 

完成予定 

◆現況の主要水源施設であ

る大夕張ダムでは、毎年のよ

うに取水制限が行われており

（平成11～20年の10年間で９

回）、安定したかんがい用水

の供給が求められている。 

 

◆また、代
しろ

かき期間の短縮や

低温障害を回避するための

深水
ふかみず

かんがい用水の確保が

望まれている。 

◆関連事業（179地区）のう

ち、145地区が採択済みであ

り、平成20年度までの進捗率

（事業費ベース）は80%。 

 

◆畑地かんがい関連事業８

地区は未着手となっている

が、ダムの完成に併せて推進

することで調整中。 

◆現行のダム共同事業費は

1,470億円。付替道路の路線

上に地すべり箇所が存在し、

対策工等の検討中。 

 

◆国土交通省のダムの検証

（直轄ダム）の対象になってお

り、今後国土交通省の対応方

針が示された段階で対応を

検討する必要。 

※治水、上水、発電との共同

施設であり、国土交通省、農

林水産省が共同で建設中。 

◆計画変更に際し、関係機関

に対して計画変更の内容、事

業費（負担金）、関連事業計

画等について説明を行い了

解を得るとともに、その後平

成15年11月から平成16年2月

にかけ、各土地改良区が農

家に対し、計画変更の内容、

関連事業を含めた地元負担

額等について説明を行ってい

る。同意率は99.1％。 

◆反対運動等はない。 

 

◆国土交通省のダム

の検証の対応方針が

示された段階で、地元

関係者等と対応を協議

する必要。 

2 

①徳富
と っ ぷ

ダム 
（北海道樺戸郡新十津川町） 

（北海道等との共同事業） 

・費用負担率 
かんがい:56.8% 治水: 42.0% 

水道  : 1.2%  

 

②国営かんがい排水事業 

樺戸
か ば と

（二期）地区 

・事業着工年度：平成５年度 

・受益面積（ha） 

田： 9,509 畑： 203 

・事業費（億円） 

当初計画 375 

第一回変更計画 780 
 

本体工事 
（堤体コンクリート 

打設完了） 

 

平成23年度 

完成予定 

 

◆徳富川では取水制限が

度々行われ、土地改良区は

渇水調整（平成元年～20年で

９回）を行いながら対応してい

る状況であり、安定したかん

がい用水の供給が求められ

ている。 

 

◆また、代かき期間の短縮や

低温障害を回避するための

深水かんがい用水の確保が

望まれている。 

◆関連事業（41地区）のうち、

34地区が採択済みであり、平

成20年度までの進捗率（事業

費ベース）は84%。 

◆現事業計画の事業費は

780億円であり、既にダムの

堤体コンクリート打設を完了

していることから、総事業費

の増額はない見込み。 

 

◆国土交通省のダムの検証

（補助ダム）の対象になってい

る。 

※治水（道）、上水との共同

施設であり、農林水産省と北

海道が共同で建設中。 

◆計画変更に際し、関係機関

に対して計画変更の内容、事

業費（負担金）、関連事業計

画等について説明を行い了

解を得ている。また、各土地

改良区も総代会の議決により

了解。その後、平成15年7月

から平成16年１月にかけ、各

土地改良区が農家に対し計

画変更の内容、地元負担額

等について説明を行ってい

る。同意率は98.7％。 

◆昭和60年頃、一部の受

益者（約10名）が、負担が

高いとの理由により、ダム

建設反対を表明したこと

もあったが、その後、町に

よる負担軽減対策の実施

等により計画に同意。 

 

◆反対運動等はない。 

◆国土交通省のダム

の検証の対応方針が

示された段階で、地元

関係者等と対応を協議

する必要。 
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①東郷
と う ご う

ダム 
（北海道富良野市） 

 

②国営かんがい排水事業 

ふらの地区 

・事業着工年度：平成14年度 

・受益面積（ha） 

田： 181 畑： 2,945 

・事業費（億円） 

当初計画 79 

（参考）東郷地区（昭和47～） 

当初計画 63.5 

第一回変更計画 195 

第二回変更計画 285 

第三回変更計画 300 
 

改修工法 

検討中 

 

完成未定 

◆たまねぎ、にんじん等の一

大生産地であるが、降雨の不

足による作物への影響がた

びたび発生しており（最近で

は平成３年、６年、13年、14

年、19年）、安定した農業用

水の確保が求められている。 

 

◆JAが策定した「ふらの地域

農業振興計画書」の中でも、

地域の課題として「水不足を

原因とする収量・品質の不安

定化が顕在化」との記載。 

◆関連事業（14地区）のうち、

12地区が採択済みであり、平

成20年度までの進捗率（事業

費ベース）は95%。 

 

◆地区の必要水量に対し、少

量ではあるが、暫定的な水利

権を確保し、節水を行いなが

ら播種・定植期の用水等に利

用。なお、暫定水利権は、将

来ダムによる水源確保を前提

に許可。 

◆平成５年の試験湛水にお

いて堤体基礎周辺部から想

定以上の浸透を確認。試験

湛水を中断し、対策工事の実

施や、新たな対策工法の検

討を実施。 

 

◆現在の東郷地区の事業費

は379億円であるが、今後改

修工法を実施する場合、更に

120億円程度の事業費の増

が想定され、計画変更等の

手続きが必要となる。なお、

新たな対策に係る事業費増

については、北海道との調整

が必要。 

◆ふらの地区の受益農家に

対し、道、関係町、土地改良

区等が連携して、事業計画内

容や地元負担額等について

説明を行っており、同意率は

98.9％。 

 

◆今後、新たな対策工法等を

実施する場合は、ダムの工法

変更及び事業費の変更に伴

う事業計画の変更手続きが

必要となる。 

◆反対運動等はない。 

 

◆ダムの取り扱い（対

策工法等）について対

応方針の決定が必要。



No 
①ダム名（所在地） 

②事業名及び地区名等 
進捗状況 農業用水の必要性 関連事業の進捗状況 事業費の増加 法手続・地元説明 反対運動その他 左記を踏まえた課題

4 

①御前山
ごぜ ん や ま

ダム 
（茨城県常陸大宮市） 

 

②国営かんがい排水事業 

那珂川
な か が わ

沿岸
えんがん

（一期）地区 

 

・事業着工年度：平成４年度 

 

・受益面積（ha） 

田： 3,090 畑： 2,450 

 

・事業費（億円） 

当初計画 495 
 

本体工事 
（堤体は完成し、

取水放流設備工

事実施中） 

 

平成25年度 

完成予定 

◆那珂川は、昭和62年から

平成8年の10年間に５回の渇

水が発生。また、平成13年に

も渇水が発生。 

 

◆特に、昭和62年の渇水は

田植え時期に発生したため、

稲作に大きな被害が発生し、

これを契機に、地元農家から

安定水源の確保を求める声

が上がった。 

 

◆国土交通省が実施す 

る霞ヶ浦導水事業と類似す

る施設が建設されていると

の報道がなされたが、霞ヶ

浦導水事業は、現在取水

を行っている農業用水（既

得水利）等が渇水時期でも

安定的に取水できるよう河

川の流量を安定化させる

河川管理行為を目的として

いる。 

一方、御前山ダムは、導水

事業による河川流況の安

定化を前提として、那珂川

沿岸地区の畑地及び水田

の新たな用水需要に応え

るための農業用水の水源

開発を目的としており、河

川管理者である国土交通

省とも協議して計画してい

る。 

 

◆関連事業（100地区）のう

ち、34地区が採択済みであ

り、平成20年度までの進捗率

（事業費ベース）は35％。 

 

 

◆現在、県は計画的な実施

に向け、地元関係者との調整

を進めており、関連事業の着

実な促進を図りたいとしてい

る。 

◆地元の要望を受け、老朽

化した施設を抱える隣接６土

地改良区の地区編入に伴う

受益面積の増加（5,500ha→

8,600ha）や、ダム工事費の増

加等による事業費の増加

（495億円→782億円）等に伴

い、現在計画変更の手続きを

実施中であり、平成21年11月

から受益農家の同意取得

中。 

◆当初計画については、事業

内容、工事内容、水利用計

画、事業費、負担金（建設・維

持管理）等を説明するととも

に、畑地かんがい営農の必

要性、かんがいの効果、集落

における畑地かんがい営農

の展開方向等を説明し、同意

率は90.4%。 

 

◆計画変更については、全受

益者に対し、事業の概要、計

画変更を行う理由、計画変更

の内容等を説明。これに加

え、現在の受益者には維持

管理計画の見直し内容を、新

規編入の受益者には土地改

良区毎に施設計画、事業費

及び維持管理費、工事の実

施予定等を説明。また、国営

事業と関連する県営事業、団

体営事業について同時に計

画変更を進めることとして、地

元への説明及び同意取得を

実施中。 

 

◆反対運動等はない。 

なお、現在実施中の計

画変更に係る集落説明会

の中では、一部の受益者

から事業の必要性等につ

いて指摘する意見。 

◆計画変更手続きの実

施。 

 

◆関連事業の推進。 

         

         



No 
①ダム名（所在地） 

②事業名及び地区名等 
進捗状況 農業用水の必要性 関連事業の進捗状況 事業費の増加 法手続・地元説明 反対運動その他 左記を踏まえた課題

5 

①外山
と や ま

ダム 
（新潟県佐渡市） 

 

②国営かんがい排水事業 

佐渡
さ ど

（一期）地区 

 

・事業着工年度：平成２年度 

 

・受益面積（ha） 

田： 3,147 畑： 249 

 

・事業費（億円） 

当初計画 596 

第一回変更計画 740 
 

本体工事 
（堤体コンクリート 

打設中） 

 

平成24年度 

完成予定 

◆地区の水田に必要な農業

用水は中小河川等に依存し

ており、また畑地では、水源

を天水等に依存。 

 

◆これまでも少雨による水不

足が発生（平成６年、平成17

年等）しており、十分な農業

用水を確保することが難しく、

安定的な農業生産に支障。 

 

◆関連事業（32地区）のうち、

19地区が採択済みであり、平

成20年度までの進捗率（事業

費ベース）は47％。 

 

◆県、市、土地改良区等との

国営・県営関連事業連絡調

整会議により関連事業の推

進等に取り組み。 

◆現事業計画の総事業費

（740億円）内で事業の実施が

可能な見通し。 

◆計画変更（平成19年3月計

画確定）に際して、一部の集

落から地区除外の要請があ

ったが、事業の必要性と効

果、事業費、維持管理費の負

担等について説明を行った上

で、農家の理解・同意を得て

おり、同意率は88.5％。 

 

 

◆反対運動等はない。 ◆関連事業の推進。 

6 

①市野
い ち の

新田
しんでん

ダム 
（新潟県柏崎市） 

 

②国営かんがい排水事業 

柏崎
かしわざき

周辺
しゅうへん

（二期）地区 

 

・事業着工年度：平成９年度 

 

・受益面積（ha） 

田： 3,590 畑： - 

 

・事業費（億円） 

当初計画 420 
 

準備工事 
（工事用 

道路） 

 

平成25年度 

完成予定 

◆農業用水は中小河川やた

め池等に依存しているが、各

河川とも流量が乏しく取水が

困難である。平成６年や平成

13年に渇水が発生するなど、

慢性的な水不足に見舞わ

れ、安定的な農業生産に支

障。 

  

◆関連事業（8地区）のうち、1

地区が採択済みであり、平成

20年度までの進捗率（事業費

ベース）は0.2％。 

 

◆来年度からダムの本体工

事に着手する予定であり、県

としても、関連事業の採択を

順次進めていきたいとの意

向。 

◆現事業計画の事業費420

億円に対し、ダムの工法変更

等から、平成21年度時点で

456億円に増額。 

 

◆現時点で、総事業費の更

なる増額につながるような課

題はなく、現在の総事業費の

枠内で実施可能な見通し。 

◆当初計画については、土地

改良区職員および市村職員

が旧町村単位に地元説明会

を行い（対象は総代、組合

長、農業委員等）、要請があ

れば集落単位でも説明会を

実施。関連事業も含めて事業

内容の説明を行っており、同

意率は92.6％。 

◆平成21年6月に下流水

利権者である女
おな

谷
だに

第一・

第二水利組合から同意が

得られるなど、事業に対

する地元の理解と協力が

得られている状況。 

 

◆ダム敷地の用地買収に

ついては98％まで了して

おり、引き続き用地交渉

等を推進している。 

 

◆反対運動等はない。 

◆関連事業の推進。 

7 

①栃ヶ原
とち が は ら

ダム 
（新潟県柏崎市） 

②国営かんがい排水事業 

柏崎
かしわざき

周辺
しゅうへん

（一期）地区 

 

・事業着工年度：平成９年度 

 

・受益面積（ha） 

田： 3,590 畑： - 

 

・事業費（億円） 

当初計画 420 
 

試験湛水 

 

平成21年度 

完成予定 

◆農業用水は中小河川やた

め池等に依存しているが、各

河川とも流量が乏しく取水が

困難である。平成６年や平成

13年に渇水が発生するなど、

慢性的な水不足に見舞わ

れ、安定的な農業生産に支

障。 

  

◆関連事業（5地区）のうち、

全地区採択済みであり、平成

20年度までの進捗率（事業費

ベース）は14％。 

 

◆来年度からダムの供用を

開始する予定であり、県とし

ても、関連事業を推進する意

向。 

◆現事業計画の事業費420

億円に対し、ダムの工法変更

等から、平成21年度時点で

456億円に増額。 

 

◆現時点で、総事業費の更

なる増額につながるような課

題はなく、現在の総事業費の

枠内で実施可能な見通し。 

◆当初計画については、土地

改良区職員および市村職員

が旧町村単位に地元説明会

を行い（対象は総代、組合

長、農業委員等）、要請があ

れば集落単位でも説明会を

実施。関連事業も含めて事業

内容の説明を行っており、同

意率は92.6％。 

◆反対運動等はない。 ◆試験湛水の実施。 

 

◆関連事業の推進。 



No 
①ダム名（所在地） 

②事業名及び地区名等 
進捗状況 農業用水の必要性 関連事業の進捗状況 事業費の増加 法手続・地元説明 反対運動その他 左記を踏まえた課題
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①斎宮
さい く う

調整
ちょうせい

池
ち

 

（三重県多気
た き

郡明和町、 

度会
わたらい

郡玉城
た ま き

町） 

 

②国営かんがい排水事業 

宮川
みやがわ

用水
ようすい

第二期 

 

・事業着工年度：平成７年度 

 

・受益面積（ha） 

田： 4,066 畑： 615 

 

・事業費（億円） 

当初計画 314 

第一回変更計画 494 
 

本体工事 
（今年度堤体盛土

盛立完了） 

 

平成21年度 

完成予定 

◆渇水が頻発しており、夜間

断水（最近10年間で8年）によ

る節水等の実施により渇水対

応してきたが、これらの作業

には約300カ所の制水弁の操

作が伴うほか、再通水時の管

の破裂事故も多発（年間30～

40ヵ所）。 

  

◆関連事業（31地区）のうち、

23地区が採択済みであり、平

成20年度までの進捗率（事業

費ベース）は29％。関連事業

のうち団体営事業はほぼ完

了しているものの、県営事業

に遅れ。 

  

◆地元農家は末端までの整

備を要望しており、県におい

ても、関連事業を推進する意

向。 

◆現事業計画の事業費は

494億円であり、現時点で増

額はない見込み。 

 

 

◆計画変更に際して 県、市

町村、土地改良区および事

業所から、土地改良区総代

及び自治会長等に対して説

明会を開催し、計画変更の必

要性、事業工期、事業費（負

担割合含む）を含めた事業内

容を説明。 

 

◆また、受益農家には、国、

県、関係市町、土地改良区が

連携し、個別地区説明会を実

施。同意率は94.3％。 

◆斎宮調整池の掘削土

処理地の跡地利用につい

て地元から有効に利用し

たいとの要望があり、関

係自治体等と調整中。 

 

◆反対運動等はない。 

◆斎宮調整池の掘削

土処理地の跡地利用

に係る地元調整の推

進。 

 

◆関連事業の推進。 
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①志河川
し こ が わ

ダム 
（愛媛県西条市） 

 

②国営かんがい排水事業 

道前道後平野
どうぜ ん ど う ご へ い や

（二期） 

 

・事業着工年度：平成元年度 

 

・受益面積（ha） 

田： 8,325 畑： 1,993 

 

・事業費（億円） 

当初計画 180 

第一回変更計画 528 

第二回変更計画 506 
 

試験湛水 

 

平成22年度 

完成予定 

◆これまでも恒常的な水不足

に悩まされており、特に平成

21年6月の渇水では田植えに

支障が生じるなど、地元は安

定した農業用水の早期の供

給を要望。 

このため、地元は平成23年

度からのダムの本格運用を

強く要請。 

◆関連事業（４地区）のうち３

地区は採択済みであり、平成

20年度までの進捗率（事業費

ベース）は76％。志河川ダム

に関連する２地区は完了して

おり、ダムの完成を待ってい

る状況。 

◆平成19年2月に第2回変更

計画確定（総事業費506億

円、同意率89.0％）。 

 

◆試験湛水中の平成20年7

月に貯水池右岸の法面で当

初の想定より深い地すべり性

の変位を観測し、2年の工期

延長を行って追加対策（事業

費を改訂し13.3億円を追加）

を実施中。平成22年度より再

度試験湛水実施の予定。 

◆第2回計画変更に際して、

平成16年１月から平成18年６

月にかけて地元農家等に水

源計画の変更、受益面積の

減、工事内容の変更、事業費

の変更等事業内容について

の説明を行い、同意率は

89.0％。  

 

◆県とともに、関係市町、土

地改良区、関係漁協、ダム周

辺区長等に地すべり対策の

必要性、工期延長、事業費の

増加、地元負担等について説

明し、了解を得ている。 

◆反対運動等はない。 ◆地すべり対策の実施

と、H22年度からの試

験湛水による安全性の

確認。 

 

        



         

No 
①ダム名（所在地） 

②事業名及び地区名等 
進捗状況 農業用水の必要性 関連事業の進捗状況 事業費の増加 法手続・地元説明 反対運動その他 左記を踏まえた課題
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①大蘇
お お そ

ダム 

（熊本県阿蘇郡産山
うぶやま

村） 

 

②国営かんがい排水事業 

大野川上流
おおのがわじょうりゅう

地区 

 

・事業着工年度：昭和53年度 

 

・受益面積（ha） 

田： 802 畑： 1,356 

 

・事業費（億円） 

当初計画 130 

第一回変更計画 258 

第二回変更計画 580 
 

試験湛水 

 

完成未定 

◆地区の畑地には用水手当

がなく、また、水田も地区内

の小河川や県営大谷ダムか

らの用水補給が行われてい

るが、水不足が絶えず、地元

は安定的な水源の確保を要

望。 

 

◆受益地のうち、特に県営大

谷ダム掛かりの水田について

は、従来より節水（「時間水」

という地域のルール）を行い

ながら対応してきており、既

設の県営大谷ダムの機能低

下等もあって、大蘇ダムから

の補給に期待する声が特に

強い。 

 

◆関連事業（17地区）のうち、

14地区が採択済みであり、う

ち10地区は完了。平成20年

度までの進捗率（事業費ベー

ス）は65％。 

◆ダム工事費の増加等から

これまで２回の計画変更を実

施し、事業費は当初計画の

130億円から580億円に増加。

  

◆試験湛水の結果、周辺地

山から想定以上の浸透が観

測され、現在未採択の関連

事業が採択され、末端施設

が整備された場合は、用水供

給に不足が生じるおそれ。今

後、地元の意向、地域の営農

展開等を踏まえ、用水確保対

策を検討する必要があり、対

策の方向性によって事業費

の増額が必要となる。 

 

◆現時点で県、市町村は更

なる追加負担には応じられな

いとして、国の責任で対策を

とるよう要請。 

◆第２回計画変更について

は、平成16年７月～平成17年

３月にかけて集落説明会及

び戸別訪問を実施し、計画変

更の内容、関連事業や維持

管理費を含めたパンフレット

を用いて説明。 同意率は

78.5％。 

◆反対運動等はないが、

地元は速やかに当初計

画どおりのダム機能の回

復工事に着手することを

要請。 

◆地元の意向、地域の

営農展開等を踏まえた

用水確保対策の検討

が必要。 

 

 

 

        



         

No 
①ダム名（所在地） 

②事業名及び地区名等 
進捗状況 農業用水の必要性 関連事業の進捗状況 事業費の増加 法手続・地元説明 反対運動その他 左記を踏まえた課題
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①切原
きりばる

ダム 

（宮崎県児湯
こ ゆ

郡川南
かわみなみ

町） 

 

②国営かんがい排水事業 

尾鈴
お す ず

地区 

 

・事業着工年度：平成５年度 

 

・受益面積（ha） 

田： - 畑： 1,580 

 

・事業費（億円） 

当初計画 280 
 

本体工事 
（堤体コンクリート 

打設中） 

 

平成23年度 

完成予定 

◆長期的に日照りが続くこと

が多く、平成10年には36日

間、平成18年には35日間も降

雨がない日が続くなど、用水

不足が原因で干ばつ被害が

発生。 

 

◆受益地の1,200haの地域に

ついては、かんがい施設が未

整備であり、地元農家は多様

な営農展開が可能となる用

水確保を要望（昭和63年～平

成2年に行われた農家意向確

認で約９割の農家が参加意

向）。 

◆関連事業（10地区）のうち、

採択済み１地区、着工準備中

1地区であり、平成20年度ま

での進捗率（事業費ベース）

は16％。 

 

◆県、関係町は、地域の基幹

産業である農業の振興のた

め、計画どおり関連事業を推

進する意向。 

 

◆地元農家の意向は地区に

より温度差があり、採択済み

及び準備中の２地区におい

て、一部の農家（既設の青鹿
せいろく

ダム掛かりの農家）が、負担

金を払ってまで水はいらない

として、附帯県営事業への不

参加等を旨とする請願書を県

知事に提出。県は平成21年4

月～７月に農家意向の再確

認を行い、7割を超える農家

の賛同があったとして、９月

県議会で知事が事業の推進

を表明。 

◆現事業計画の事業費280

億円に対し、切原ダムの環境

調査の追加等により現在の

事業費は290億円となってい

るが、この範囲で事業完了す

る見込み。 

◆昭和63年度に推進協議会

による仮同意の取得が行わ

れ、平成5年6月より土地改良

法に基づく本同意の取得を実

施。同意取得に際しては、事

業内容、事業費負担、関連事

業、関係町による農家負担の

軽減策等の資料を用いて農

家への説明が行われ平成8

年7月に85.3％の同意を取得

し、異議申し立てもなく平成9

年4月に事業計画が確定。 

 

◆なお、国営事業の同意取

得の際に、地元に誤解を与え

るような説明等（国営事業の

同意は県営事業の同意を強

制するものではないといった

説明）もあったものの、事業

の施行申請にあたり、事業申

請人が同意者の意向を改め

て確認。 

◆地元の一部農家、市民

オンブズマン等による「尾

鈴畑かんを考える会」が

事業への反対を表明し活

動中。 

◆事業について県、関

係町等の意向を再確

認。 
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①浜ノ瀬
は ま の せ

ダム 
（宮崎県小林市） 

 

②国営かんがい排水事業 

西諸
にしもろ

（一期） 

 

・事業着工年度：平成８年度 

 

・受益面積（ha） 

田： 530 畑： 3,620 

 

・事業費（億円） 

当初計画 560 
 

本体工事 
（堤体コンクリート 

打設中） 

 

平成25年度 

完成予定 

◆これまでも渇水による作物

被害が発生（最近では平成18

年、20年）。また、近年は収益

性の高い作目の新規導入

や、業務用、加工用の契約栽

培も増加してきており、地元

は適期の播種等のため、安

定した農業用水が必要との

認識。 

◆関連事業(58地区）のうち採

択済みは11地区であり、平成

20年度までの進捗率（事業費

ベース）は6.5％。 

 

◆県は今後も関係市町と連

携しつつ、計画的に事業採択

を進めていく予定。 

◆現事業計画の事業費560

億円に対し、ダム周辺の環境

調査や、幹線水路等の測量

設計の追加等で、平成21年

度の改訂事業費は612億円。

◆当初計画の同意取得は平

成8年5月～9月に実施された

が、同意取得に先立ち、集落

説明会及び個別説明により、

事業内容、事業費負担、関連

事業、営農効果等を資料を用

いて地元の推進委員等が説

明。同意率は95.2％。 

◆反対運動等はない。 ◆関連事業の推進。 

 
        



         

No 
①ダム名（所在地） 

②事業名及び地区名等 
進捗状況 農業用水の必要性 関連事業の進捗状況 事業費の増加 法手続・地元説明 反対運動その他 左記を踏まえた課題
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①谷川内
たにかわうち

ダム 

（鹿児島県曽於
そ お

市） 

 

②国営かんがい排水事業 

曽於北部
そ お ほ く ぶ

（一期） 

 

・事業着工年度：平成８年度 

 

・受益面積（ha） 

田： - 畑： 2,052 

 

・事業費（億円） 

当初計画 280 

第一回変更計画 359 
 

本体工事 
（堤体コンクリート 

打設中） 

 

平成23年度 

完成予定 

 

◆平成10年8月に、平年の

10％以下の降水量となり、農

作物への注意呼びかけが行

われている。また、昨年、今

年において、畑地かんがい施

設未整備の畑で、かんしょ、

さといもに干ばつ被害が発生

しており、地元は安定した農

業用水の確保を要望。 

◆関連事業(11地区）のうち採

択済みは1地区であり、平成

20年度までの進捗率（事業費

ベース）は0.5％。 

 

◆県は畑地かんがい施設整

備の推進に力を入れたいとし

ており、国営事業の完了時期

を踏まえて順次事業に着手し

ていきたいとの考え。 

◆現事業計画の事業費は

359億円であり、現時点で増

額はない見込み。 

◆平成18年度に計画変更を

行っており、同意取得に先立

ち、集落説明会及び個別説

明において、計画変更内容を

記載したパンフレットを用い

て、変更計画の概要、事業工

期、国営及び関連事業の負

担割合、維持管理費について

説明し、同意率は88.6％。 

 

◆地元から反対運動は起

きていないが、曽於市議

会で共産党市議団（2名

/22名）が、「農家全体が

賛成とは言えず、事業費

も膨大なので、ボーリング

井戸による小型畑地かん

がいを検討すべき」と主

張。これに対し、市長は現

事業を推進すると答弁。 

◆関連事業の推進。 
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①荒瀬
あ ら せ

ダム 
（鹿児島県肝属郡肝付町） 

 

②国営かんがい排水事業 

肝属中部
きもつきちゅうぶ

（一期） 

 

・事業着工年度：平成９年度 

 

・受益面積（ha） 

田： - 畑： 1,810 

 

・事業費（億円） 

当初計画 395 
 

本体工事 
（堤体基礎 

掘削中） 

 

平成24年度 

完成予定 

◆平成6年に発生した干ばつ

により、受益地区内において

農作物に被害が発生。 

  

◆県は、大隅地域を県農業を

支える重要な地域として位置

づけ、農業生産基盤の強化

を図るため、安定した農業用

水の確保は必要不可欠との

認識。 

◆関連事業(20地区）のうち採

択済みは4地区であり、平成

20年度までの進捗率（事業費

ベース）は7.6％。 

 

◆県は国営事業との進捗を

合わせるため、優先的に予算

計上を行いたいとの意向。 

 

◆ダム工事費の増額や地区

内用水路等の見直しなどによ

り、当初計画395億円から612

億円に増額する計画変更手

続きを実施中であり、現在同

意取得中。 

 

◆地元からはこれ以上の事

業費増がないよう要望されて

おり、コスト縮減等の取り組

みを徹底する必要。 

◆平成21年6月より、計画変

更に係る同意取得中であり、

同意取得に際して、集落説明

会及び戸別訪問により、計画

変更の内容、県営事業の内

容、負担金、維持管理費等を

記載したパンフレット等を用い

て説明を実施。（当初計画の

同意率は95.5％） 

 

◆特に組織的な反対運動

はないが、鹿屋
かの や

市在住の

２名が、平成14年の県営

事業及び本年度の計画

変更説明会に参加し、事

業を批判する発言。 

◆計画変更手続きの実

施。 

 

◆関連事業の推進。 
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①徳之島
と く の し ま

ダム 

（鹿児島県大島郡天城
あ ま ぎ

町） 

 

②国営かんがい排水事業 

徳之島用水
とくの し ま よ う す い

（一期） 

 

・事業着工年度：平成９年度 

 

・受益面積（ha） 

田： - 畑： 3,540 

 

・事業費（億円） 

当初計画 430 
 

本体工事 
（堤体盛土 

盛立中） 

 

平成23年度 

完成予定 

 

◆畑地かんがい施設が未整

備で例年干ばつ被害に見舞

われており（最近では平成19

年、20年等）、地元は安定し

た農業用水の確保を要望。 

◆関連事業(67地区）のうち採

択済みは22地区であり、平成

20年度までの進捗率（事業費

ベース）は18％。 

 

◆県は、当地区の関連事業

は町及び地元農家からも要

望が高く、優先的に予算計上

を行いたいとの意向。 

 

◆ダム工事費の増額や地区

内用水路等の見直しなどによ

り、当初計画430億円から590

億円に増額する計画変更の

法手続を準備中。 

  

◆当初計画については、国、

県、関係町、地元推進協議会

等が連携して、事業内容、事

業費負担、関連事業、営農効

果等の説明を行い、同意率

は95.0％。 

 

◆計画変更については、平成

22年1月より法手続が開始で

きるよう準備中。 

◆「徳之島の自然を守る

会」から、ダム貯水域にお

ける伐採において、どの

ように稀少植物を取り扱

っているのか視察したい

との要望があり、平成21

年10月30日に現地説明

会を実施。 

 

◆反対運動等はない。 

◆計画変更手続きの実

施。 

 

◆関連事業の推進。 

 

 

 


